
 

 

平成２８年度事業報告 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

平成２８年 
 基礎科 研究科 ゼミ科 特別講座 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ その他   

４月      6.三役会・役員会 

12.ｺﾐｯﾃィ会議 

25.三役会 

５月      12.ﾃﾏﾘﾎﾟ ﾄー編集会議 

19.三役会・役員会 

19.通常総会  

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

24.CA認定講師会議 

６月 10. 開講式･ｶﾞｲﾀ゙ ﾝｽ 

グループディスカッション 

交流会 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

10. 開講式 

製品加工 

 池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

22. 開講式  

日本一マグロ漁船船長

に学ぶ、喜んで働く仕掛

けの秘密 狭くて不便

な環境で培われた知恵 

齋藤正明先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F 

7.TES受験講座   

試験の説明と概要・事例と論

文について  TeMA会議室 

 門井･杉崎･小野講師 

8.ｳｴｯﾄ処理店認定講座 

岡﨑・田村講師 

14.受付と工場が一緒に学

べるｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座①  

接客の基本   中村講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F 

 3.三役会・役員会 

8.CA会ｽﾀｯﾌ会議 

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ99号発行 

10. 基礎科・研究科 

開講式・交流会   

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 

７月 15.天然繊維（植物繊

維①）繊維とは何か？ 

繊維の分類・綿繊維 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

21. ボタン工場見学会 

㈱アイリスボタン 

 

21.寝具全般の製造・ﾒﾝ

ﾃﾅﾝｽの見学と講義、睡眠

のﾒｶﾆｽﾞﾑと快眠法 

㈱西川ﾚﾍ ｯ゙ｸｽ 

5.TES受験講座   

事例・論文を個別に説明  

門井･杉崎･小野講師 

 TeMA会議室 

27. 受付と工場が一緒に学

べるｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座②  

5S体験とｸﾘ ﾆーﾝｸﾞの機械に

ついての講義   

徳田二朗先生 ㈱三幸社 

8.CA受験講座① 

接客の基本/ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・

しみ抜きに関する講座  

中村・志村講師 

21.TeMA-CA会勉強会① 

特殊品の現場に密着。工場

見学で特殊品の取扱と知

識を学ぶ。 東京ﾎｰﾙｾー ﾙ㈱ 

7.三役会・役員会 

8.CA会ｽﾀｯﾌ会議 

11.ｺﾐｯﾃｨ会議 

大阪 

 

８月 5.天然繊維(植物繊維

②)綿以外の植物繊維  

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

25.縫製工場見学と 

店舗見学 

花菱縫製㈱ 

25.販売者目線でのシャ

ツの知識  

㈱花菱縫製 

小河原京一先生 

24. 受付と工場が一緒に学

べるｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座③ 

洗浄理論     

田村講師 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F 

 

3.CA受験講座② 

ﾌｧｯｼｮﾝ/特殊品に関する

知識   杉崎・中村講師 

4.TeMA-ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会 

商業ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ勉強会  

岡﨑講師・飯田講師 

9.三役会・役員会 

24.CA会ｽﾀｯﾌ会議 

 

 

 

９月 9.天然繊維（動物繊維

①）  池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

16.副資材の知識 

(ボタン・芯地・裏地・

ファスナー) 

辻林里枝先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー3F 

28.29.研修旅行（長野）

縫製工場とｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工場

見学会  

ﾌﾚｯｸｽｼﾞｬﾊ゚ ﾝ㈱/ 

㈱ｱﾋﾟｱﾗﾝｽ  

21.受付と工場が一緒に学

べるｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座④ 

仕上り検品力を高める 

井藤みどり先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F 

 

2.CA受験講座③ 

繊維に関する知識/品･ﾛー ﾙ

ﾌﾟﾚｲﾝｸﾞに関する講座  

田村・中村講師    

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

8.ＣＡ第一次試験 筆記 

   ｸﾘｰﾆﾝｸ゙ ｾﾝﾀｰ/3F 

1.ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ編集会議 

14.三役会・役員会  

㈱不二ドライ 

20.ｺﾐｯﾃｨ事前会議 

21.CA会ｽﾀｯﾌ会議 

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ100号発行 

１０

月 

14.天然繊維（動物繊

維②） 池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

14.洗浄理論(ドライ・

ランドリー・ウェット) 

 岡崎講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー3F 

18.知らないと損をする！ 

「これから使える助成

金ｾﾐﾅー」白石健吾先生 

5.ウエット表示試験工場

認定講座② 

岡崎・田村講師 

 ｸﾘｰﾆﾝｸ ｾ゙ﾝﾀ  ー

26.受付と工場が一緒に学

べるｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座⑤ 

しみ抜きと繊維の知識 

門井講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F 

3.CA受験講座④ﾛｰﾙﾌ゚ ﾚｲﾝｸﾞ

解説       認定講師  

   ｸﾘｰﾆﾝｸ゙ ｾﾝﾀ  ー

13.TeMA-ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換

会 ﾎﾞｰｹﾝ品質評価機構 

見学会 

26.TeMA-CA会勉強会② 

ﾜｲｼｬﾂの受付を極める 

井藤みどり先生 

28.TeMA-ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換

会 ㈲武蔵野ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ商

会 見学会 

6.三役会・役員会 

12.ｺﾐｯﾃｨ会議 

福岡 

14.CA会ｽﾀｯﾌ会議 

 

24.CA試験審査員 

会議 

１１

月 

11.化学繊維①（再生

繊維・半合成繊維） 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

16.皮革工場の見学 

都立皮革技術ｾﾝﾀー  

 

10.高級婦人服専門 縫製

工場見学会  

㈱辻洋装品店 

 2.CA受験講座⑤     

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸ゙ 解説認定講師･

CAｽﾀｯﾌ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ /ー3F 

7. 14. CA第二次試験 

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸ゙  ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー  

4 三役会・役員会 

24.ﾃﾏﾘﾎﾟ ﾄー編集会議 

 

１２

月 

9.化学繊維②（合成繊

維と最近話題の機能

性素材） 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

15.JIS染色牢堅度 

検査方法の解説と 

染色・加工の見学 

都立産業技術研究ｾﾝﾀｰ  

2１.異業種の販売促進に学

ぶ～お客様に選ばれるお

店・企業となるために～ 

矢島直樹先生･大内翔太

先生   YAHOO本社 

 

 

 2.CA会スタッフ会議 

7.三役会・役員会 

9.ｶﾘｷｭﾗﾑ会議 

20. CA 試験審査員

会議 

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ101号発行 



 

 

第１号議案－2 
 

      

平成２９年 

 基礎科 研究科 ゼミ科 特別講座 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ その他   

１月 13.皮革・毛皮・合成

皮革と人工皮革 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

19.染色技術・加工技術

の基礎知識の講習と 

見学 

㈱黒沼染工場 

 

 20.ウエット表示試験工場 

ウエット処理店の認定講座 

岡崎・田村講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 6.CA会スタッフ会議 

12.CA会スタッフ会議 

13. 三役会・役員会 

15.カリキュラム会議 

17.CA会スタッフ会議 

２月 10.繊維素材とクリー

ニング事故 

  池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

23.繊維製品品質試験 

・検査方法の見学 

カケンテストｾﾝﾀー  

 

20.花王㈱見学会 

花王の今と昔 

9.TES受験説明会 

門井・小野・杉崎講師 

TeMA会議室 

  

 

2. TeMA-CA 会勉強会③

と新人歓迎会 

見せます!魅せます! 

CA の接客力 

日中友好会館 

 

9.三役会・役員会 

13.コミッティ会議 

TeMA会議室 

16.ﾃﾏﾘﾎﾟ ﾄー編集会議 

28.CA会スタッフ会議 

 

３月 18.３科合同 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店に新JISで対応して欲しいこと 鷲見繁樹先生  

ウエットｸﾘｰﾆﾝｸﾞで注意したい繊維除法 塩飽裕先生 

修了式 懇親会               主婦会館プラザエフ 

8.ウエット処理店認定の

認定講座① 

岡崎・田村・今泉講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 

 

4.三役会・役員会 
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書式第１５号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　日本繊維商品めんてなんす研究会

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 13,611,266

前払費用 3

立替金 2,685

　流　動　資　産　合　計 13,613,954

２　固定資産

　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 13,613,954

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

仮受金 110,000

未払金 97,052

預り金 23,913

前受金 280,000

未払消費税等 240,500

　流　動　負　債　合　計 751,465

２　固定負債

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 751,465

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 11,445,161

 当期正味財産増減額 1,417,328

 正味財産合計 12,862,489

負債及び正味財産合計 13,613,954

　平成２８年度  貸借対照表

平成２９年　３月 ３１日　現在

科 目 金 額
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